
STARHILL TEA SALON / STS CAFÉ
（Page54）
STS Café is a sidewalk café situated on the ground floor of a 
prestigious shopping mall, Starhill Gallery in Kuala Lumpur, 
the capital of Malaysia. STS Café is a kiosk of Starhill Tea 
Salon, which is famous with its genuine teas from all over the 
world. Now, its introducing its signature freshly squeezed 
Orange juice and authentic churros. It is a café for both take-
away and dine-in, there are patio tables and chairs with 
parasol placed on the pavement nearby the café.
The actual design process required adjustment of colors, 
materials, textures, and details along with other design phases 
like graphic design of printing materials like menu and 
packages. Abstracted arabesque pattern, as a symbolic 
expression of exotic history of English tea, covers many parts 
of the environment.
Designer：Yukichi Kawai / Design Spilits

+green
（Page62）
This organic food restaurant is located near Komazawa Park in 
Tokyo. In the half-basement level, with the ceiling height of 
4,400㎜, is composed of two areas, one for selling 
delicatessen or something to park users an the other one has a 
kitchen and seating. Visitors are to experience two types of 
interior. Visitors are to experience various height of the 
interior. Overhead white curved wall covers existing wall and 
ducts and industrial equipments with openings, which function 
as frames to make views of plants and graphic works, and it 
also encircles the stair well. Beneath your feet, walls of special 
colored fired clay bend at a right angle to make three rooms to 
make partitions for private room, kitchen and backyard. An 
interior designer produced various differences and gives them 
different significances to enrich the interior environment.
Designer：Chikara Ohno / sinato

KAI
（Page72）
Resort style cafe and restaurant KAI is located near a beach in 
Okinawa, a famous tropical resort in Japan. There are various 
seating; open terrace, round sofa booth, table seating, and 
counter seating. Customers in any seating except the counter 
enjoy views of the sea. The establishment has a teke-out 
counter which is cater to people on the beach. The 
environment design was done by Yusaku Kaneshiro who is 
originally from Okinawa and he worked upon his memories of 
unspoilt scenery of Okinawa landscape. Round sofa booths 
represents a foreshore. Steel curtains on the ceiling have 
reminiscence of the sea.
Designer：Yusaku Kaneshiro / ZOKEI-SYUDAN

TSURUTONTAN TOP CHEFS  Delicious Noodles & Sweets
（Page86）
TSURUTONTAN TOP CHEFS is located in the second 
basement level of Daimaru Hankyu department store in Osaka. 
TSURUTONTAN is originally an udon noodle restaurant and 
this one also serves sweets and delicatessen. The interior of 
this project is composed of two areas, shop and eat-in area. A 
counter tables, made of bent steel, for the eat-in represents 
noodle. Noodle lines go through here and there in the interior 
and the edges of tabletops and other planes have built-in 
lamps to emphasize the lines.
Designer：Hiroki Michishita / Michishita Hiroki Design Office

HAKATA IPPUDO SEOUL
（Page90）
Hakata Ippudo is a famous chained ramen noodle bar in Japan 
and this one is the first in South Korea. Interior design concept 

is “real Japanese ramen”. Wood louvers cover the existing 
building and they make the establishment to show up 
difference among other ones in the neighborhood. In the 
interior, there are a line of bowls and noodle, which are 
expressed by a string curtain. A lot of packages of instant 
noodles from both Japan and South Korea are displayed near 
counter seating. A noodle making room is separated by ranma 
transom and snow-viewing shoji screen. A Japanese sake bar 
is on the second floor and it is decorated by photos and art 
pieces.
Designer：Kotaro Nakamura / YAN

Shinwa Medical Resort
（Page118）
This project is located in the site of Shin-Yachiyo Hospital on a 
hill with a panoramic view of Yachiyo city in Chiba Prefecture. 
It is a total renovation project of a building for outpatient visit 
to make a new general examination center. The ground and 
the second floor for examination from various exams to bating 
and eating, and the third floor have a fitness gym, lounge and 
spa, which was an exiting part of the site.
The total design concept is to make a facility of a Japanese 
resort to soothe the mind and the body with a natural garden. 
Relaxing lighting plan and warm material selection was well 
considered. Particularly signage was designed by Hiromura 
Masaaki and which made unique eye-catchers articulating the 
interior environment.
Designer：Hashimoto Yukio Design Studio

YAYOI DENTAL CLINIC
（Page148）
This clinic in Oita Prefecture, facing a road, has an expressive 
appearance like a sign. The natural light from the skylight 
filled an examination room. Floor stands with hand-made 
paper screens, which are exchangeable to four seasons, work 
as both partition and wall and they also let the light go 
through them. The paper screens give patients feel ing of 
floating. The custom-made-paper used recycled banana leaves 
and stems and are earth-friendly and suitable to personality of 
the director of the clinic.
Designer：Joint Center

The VanDusen Botanical Garden Visitor Center
（Page191）
The VanDusen Botanical Garden is located in Vancouver. In 
October 2011, a new visitor center was built, as a core project 
for the city government and the botanical garden as they pay 
much attention to ecology, bio-diversity, energy-saving, and 
self-sufficient rate of energy to demonstrate the city as a 
sustainable model city. The center is one-storied building on 
1,765 square meters floor area  of mixed structure of 
reinforced concrete, steel, lumber (mostly beams and 
columns). Repeated wave-like roof is impressive, which comes 
for a shape of indigenous orchid flower.. In the center of the 
hall there is a tower-like skylight to ventilate and to control 
circulation of heat. Craft-made SPF panels are hung from the 
roof slab and they make a good harmony of irregular-shaped 
roof and the interior and the SPF panels also works to reduce 
acoustic echo. The lumbers used here are all from Canada and 
Forest Stewardship Council certified.
Designer：PERKINS+WILL CANADA
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本誌に使用されている図面表記の略号

AC 空調機 Air Conditioner

BC ボトルクーラー Bottle Cooler

BS ビールサーバー Beer Server

CH 天井高さ Ceiling Hight

CL 天井基準面 Ceiling Line

CR クロークルーム Cloak Room

COT コールドテーブル Cold Table

CT カウンター Counter

DCT ディシャップカウンター Dish up Counter

DD ドリンクディスペンサー Drink Dispenser

DJ ディスクジョッキールーム Disk Jockey Room

DS ダクトスペース Duct Space

DSP ディスプレイスペース／ Display Space／
 ディスプレイステージ Display Stage

DT ディスプレイテーブル Display Table

DW ダムウエーター／リフト Dumbwaiter／Lift

ES エスカレーター Escalator

EV エレベーター Elevator

F 冷凍庫 Freezer

FR  フィッティングルーム Fitting Room

FL フロアレベル Floor Level

GAT ガステーブル Gas Table

GL 基準地盤面 Ground Level

GT グリストラップ Grease Trap

Hg ハンガー Hanger

IM 製氷器 Ice Maker

M 鏡 Mirror

M・WC 男子用便所 Men‘s Water Closet

PA 音響機器（室） Public Address（Room）
PS パイプシャフト Pipe Shaft

PT 包装台 Package Table

R/RCT レジスター／ Register, Cashier／
 レジカウンター Cashier Counter

RF 冷蔵庫 Refrigerator

RFR 冷凍冷蔵庫 Freezer & Refrigerator

S シンク Sink

SC ショーケース Show Case

Sh 棚 Shelf

SP スピーカー Speaker

SPC サンプルケース Sample Case

ST ステージ Stage

SS サービスステーション Service Station

SW ショーウインドー Show Window

T テーブル Table

VM 自動販売機 Vending Machine

WT 作業台・調理台 Work Table, Worktop

W・WC 女子用便所 Women‘s Water Closet

本誌に使用されている材料仕様の略号

AEP アクリルエマルションペイント Acrylic Emulsion Paint

CB コンクリートブロック Concrete Block

CL クリアラッカー Clear Lacquer

DL ダウンライト Down light

EP 合成樹脂エマルションペイント Emulsion Paint

FB フラットバー Flat Bar

FIX はめ殺し Fixed Fitting

FL 蛍光灯 Fluorescent Lamp

FRP ガラス繊維強化プラスティック Fiberglass Reinforced Plastic

HQI 高効率ランプ Hight Quality Intensity Lamp

HL ヘアライン仕上げ Hair-line Finish

IL 白熱灯 Incandescent Light(Lamp)

JB ジェットバーナー仕上げ Jet Burner Finish

LED 発光ダイオード Light Emitting Diode

LGS 軽量鉄骨 Light Gauge Steel

MDF 中密度繊維板 Medium Density Fiber Board

OS オイルステイン Oil Stain

OSB 構造用合板／木片圧縮合板 Oriented Strand Board

PB 石膏ボード Plaster Board, Gypsum Board

PL プレート／平板 Plate

RC 鉄筋コンクリート Reinforced Concrete

SOP 合成樹脂調合ペイント Synthetic Oil Paint

SRC 鉄骨鉄筋コンクリート Steel Framed Reinforced Concrete

SUS ステンレス Stainless Steel

t 厚さ Thickness

UC ウレタンクリア Urethane Clear

UL ウレタンラッカー Urethane Lacquer

UV 紫外線強化塗装 Ultraviolet Coat

VP ビニルペイント Vinyl Paint

W 木造 Wood

@ ピッチ Pitch

 直径 Diameter

※ R 本誌を無断で複写複製（電子化を含む）することは、著作権法上の例外を除き、
禁じられています。本誌をコピーされる場合は、事前に日本複写権センター（JRRC）の
許諾を受けてください。また本書を代行業者等の第三者に依頼してスキャンやデジタル
化することは、たとえ個人や家庭内での利用であっても一切認められておりません。
JRRC〈http://www.jrrc.or.jp　eメール：info@jrrc.or.jp　☎：03-3401-2382〉
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